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   101･9003･8 訪問看護ステーション 〒870-0037 097-535-2283 中積　美紀 平15.10. 6 医療法人博光会 塚川　博志 現存
つかがわ 大分市東春日町５番２５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201･9004･6 大分市東部訪問看護ス 〒870-0104 097-521-9803 伊東　和子 平12. 4. 1 医療法人鶴友会 古賀　徹 現存

テーション 大分市南鶴崎２丁目６番５号　
つるさきクリニック１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301･9005･3 訪問看護ステーション 〒870-0245 097-560-3963 翁長　容紫子 平17. 5.21 有限会社ＥＦＦ 古本　太 現存

いずみ 大分市大在北１丁目１２番１２
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401･9009･5 わさだ訪問看護ステー 〒870-0000 097-541-7007 銭花　洋子 平12. 4. 1 社会医療法人三愛会 三島　康典 現存

ション 大分市大字市１２１３番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501･9010･3 大分赤十字訪問看護ス 〒870-0033 097-513-6741 姫野　かおり 平12. 4. 1 日本赤十字社 近衞　忠煇 現存

テーション 大分市千代町３丁目２番３７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601･9011･1 ハートステーション 〒870-0100 097-568-7007 小野　真理 平18. 8.23 医療法人優心会 小野　隆宏 現存

大分市大字光吉１４３０番地の
２７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701･9013･7 公益社団法人大分県看 〒870-0855 097-574-7391 原　洋子 平12. 4. 1 公益社団法人　大分県 竹中　愛子 現存

護協会訪問看護ステー 大分市豊饒３１０番地の４ 看護協会
ションおおいた

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801･9014･5 大分豊寿苑訪問看護ス 〒870-0100 097-521-4511 佐々木　真理子 平12. 4. 1 社会医療法人　敬和会 岡　敬二 現存

テーション 大分市大字小池原１０２１番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901･9016･0 天心堂へつぎ訪問看護 〒879-0000 097-597-7351 二宮　冨美 平12. 4. 1 社会医療法人財団天心 松本　泰祐 現存

ステーションひ・まわ 大分市大字中戸次字寺ノ内５１ 堂
り １１－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001･9018･6 アルメイダ訪問看護ス 〒870-1133 097-567-2620 安東　悦子 平12. 4. 1 一般社団法人大分市医 杉村　忠彦 現存

テーション 大分市宮崎１３１５ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1101･9021･0 訪問看護ステーション 〒870-0848 097-529-9559 松本　憲 平21. 1. 1 株式会社Ｑｕｅｓｔ 松本　和美 現存
メイプル 大分市賀来北１丁目７番２７号

オフィスパーク賀来８号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1201･9024･4 だいかく病院訪問看護 〒870-0951 097-567-0808 有田　智子 平22. 5.15 医療法人　秀明会 大角　秀一 現存

ステーション 大分市下郡山の手１番３０号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1301･9025･1 訪問看護ステーション 〒870-1114 097-574-7220 酒井　絹惠 平23. 1. 4 合同会社訪問看護ステ 酒井　絹惠 現存

りぼん 大分市星和台１丁目１５番２２ ーションりぼん
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401･9026･9 訪問看護ステーション 〒870-0849 097-574-7538 相野　ルミ 平23. 5. 2 医療法人畏敬会 井野邉　純一 現存

ひかり 大分市賀来南２丁目１番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501･9032･7 訪問看護ステーション 〒870-1119 097-596-7765 盛長　スミ子 平24. 4.25 ゆいまーる株式会社 盛長　桂三 現存

ゆいまーる 大分市高江北２丁目４７１２－
８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601･9033･5 訪問看護ステーション 〒870-0026 097-574-8630 平見　孝子 平24. 5.25 医療法人　河村クリニ 河村　郁男 現存

ひこばゆ 大分市金池町２丁目１２番１８ ック
号　おひさまビル１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701･9034･3 訪問看護ステーション 〒870-0165 097-573-1005 戎野　智枝子 平24. 7. 1 医療法人　ライフサポ 伊藤　龍太郎 現存

めいわ 大分市明野北４丁目１番１号　 ート
旧山本ビル３Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1801･9035･0 大分県医療生協つる訪 〒870-0000 097-555-9880 伊藤　由喜江 平12. 4. 1 大分県医療生活協同組 楢原　真由美 現存

問看護ステーション 大分市大字津留字六本松１９７ 合
０番地７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1901･9036･8 すくすく・いきいき村 〒870-1172 097-574-5507 後藤　住江 平24. 7.14 社会福祉法人　新樹会 池邉　英治 現存

訪問看護ステーション 大分市緑が丘４丁目４番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001･9038･4 おおつか訪問看護ステ 〒870-0049 097-535-1781 友岡　紀子 平12. 4. 1 医療法人進修会 大塚　誠一郎 現存

ーション 大分市中島中央１丁目１番８号
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  2101･9041･8 創生の里訪問看護ステ 〒870-0868 097-586-0066 佐伯　里香 平12. 4. 1 社会福祉法人若草会 三ヶ尻　幸治 現存
ーション 大分市野田字丑毛場３０６番地

の２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2201･9043･4 清流苑訪問看護ステー 〒870-0274 097-529-2382 藤原　幸恵 平12. 4. 1 社会福祉法人永生会 児玉　貞夫 現存

ション 大分市種具１４１番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2301･9045･9 訪問看護ステーション 〒870-0823 097-547-7138 木野村　悦子 平25. 2. 1 医療法人　カーサミア 山岡　憲夫 現存

すみれ 大分市東大道３丁目８－３１　
クレール東大道２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2401･9046･7 訪問看護ステーション 〒870-0125 097-574-6689 中上　美菜 平25. 5. 7 株式会社　ドゥーハビ 佐藤　由一 現存

　こころ 大分市松岡字平ノ迫５３７番２ ット
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2501･9048･3 百華苑訪問看護ステー 〒870-0306 097-592-3160 金子　久美 平12. 4. 1 社会福祉法人穂燈舎 宮崎　薫朗 現存

ション 大分市東上野１８００番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2601･9049･1 訪問看護ステーション 〒870-1153 097-576-7140 仁田野　美保 平25. 9. 4 合同会社　ひなた 日下　嗣子 現存

ひなた 大分市小野鶴字上河原７８９－
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2701･9050･9 訪問看護ステーション 〒870-0134 097-578-8282 古賀　里江 平26. 2.17 合同会社　Ｍａｍａｓ 古賀　里江 現存

　ほっぷ 大分市猪野２７８－３ 　Ｈｅａｒｔ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2801･9051･7 りんくるナース訪問看 〒870-0952 097-576-7183 岡本　由美子 平26. 5. 1 合同会社　リンクル 岡本　隆芳 現存

護ステーション 大分市下郡北３丁目２５－２　
スカイコート下郡２－５０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2901･9052･5 訪問看護ステーション 〒870-0307 097-535-7577 平本　今日子 平26. 6. 1 社会医療法人　関愛会 増永　義則 現存

　いろは 大分市坂ノ市中央３丁目１４番
３３号－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3001･9055･8 訪問看護ステーション 〒870-0161 097-558-3211 工藤　武子 平27. 4. 1 医療法人社団　唱和会 中村　廣子 現存

ふくろう 大分市明野東２丁目７番３３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3101･9057･4 訪問看護ステーション 〒870-0000 097-578-6271 安東　裕子 平27. 4. 1 社会福祉法人　三愛会 半澤　一邦 現存
　天領ガーデン 大分市大字田尻字高尾７８３番

地の１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3201･9059･0 ななせ訪問看護ステー 〒870-0000 097-542-2888 薬師寺　えり子 平27. 6. 1 医療法人　如月会 秋月　真一郎 現存

ション 大分市大字上宗方字長ノ地７６
５番地９６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3301･9060･8 訪問看護ステーション 〒870-0100 097-574-6353 藤丸　力 平27.10. 1 株式会社　パワーライ 藤丸　力 現存

サクラ―サク 大分市大字津守３７６番地の１ フサポート
第一奈良勘ビル１０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3401･9061･6 訪問看護ステーション 〒870-0155 097-585-5207 赤坂　明子 平27.10. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

デューン大分 大分市高城南町９番１９号悠高 ルド
ビル１０３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3501･9062･4 めいわ訪問看護リハビ 〒870-0000 097-529-5566 大塚　真樹 平28. 2. 1 医療法人　ライフサポ 伊藤　龍太郎 現存

リステーション稙田 大分市大字上宗方５６７番地８ ート
７日生第５マンション１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3601･9063･2 訪問看護ステーション 〒870-1133 097-568-3371 新名　ゆかり 平12. 4. 1 大分県勤労者医寮生活 山本　真 現存

きょうわ 大分市宮崎９５３番地の１ 協同組合
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3701･9064･0 訪問看護ステーション 〒870-0048 097-576-9700 久野　裕生 平28. 4. 1 一般社団法人　ＳＷラ 首藤　和彦 現存

めばえ 大分市碩田町２丁目３番４号　 イフ
カーサ碩田１０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3801･9065･7 セントケア訪問看護ス 〒870-0000 097-543-1008 豊福　美由紀 平28. 4. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション大分 大分市大字古国府２０１－１　 社
２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3901･9066･5 訪問看護ステーション 〒870-0000 097-547-7587 長田　英一郎 平28. 7. 1 株式会社　ライフリー 佐藤　孝臣 現存

楽 大分市大字横尾１９３９－４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4001･9068･1 訪問看護ステーション 〒870-0115 097-535-7325 藤田　真由美 平28.10. 7 株式会社　美やび館 大輪　美恵子 現存
桜咲 大分市関園８６４－１フローラ

関園２０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4101･9069･9 訪問看護ステーション 〒870-1116 097-535-8165 甲斐　彩葉 平29. 4. 1 株式会社　ラヴィング 山本　悦子 現存

かなりあ 大分市高江中央１丁目１３０４
番１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4201･9070･7 Ｇｒｅｅｎガーデン訪 〒870-1177 097-511-1747 姫野　里枝 平29. 5. 1 株式会社　サンリ 渡邉　利章 現存

問看護ステーション 大分市富士見が丘西１丁目３－
２６－２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4301･9071･5 セントケア看護小規模 〒870-0100 097-545-2981 荒井　創造 平29. 7. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

大分古国府 大分市大字古国府２０１－１ 社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401･9073･1 大分記念病院　訪問看 〒870-0100 097-543-6400 山崎　真由美 平29.12. 1 医療法人　大分記念病 末友　祥正 現存

護ステーション 大分市大字羽屋２８７番地２ 院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4501･9074･9 訪問看護ステーション 〒870-0100 097-574-8417 安部　啓子 平30. 1.11 Ｋ．Ｓ．Ｔ結び株式会 安部　啓子 現存

結び 大分市大字猪野１６６番地の３ 社
　レジデンスＷＡＫＯ　１０６
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4601･9075･6 訪問看護ステーション 〒870-0915 097-529-7455 廣瀬　ともみ 平30. 4. 1 株式会社　和敬 長野　哲也 現存

夢咲き 大分市花高松２丁目１０－３９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4702･9001･0 一燈園訪問看護ステー 〒874-0919 0977-26-6550 末岡　忍 平12. 4. 1 社会福祉法人一燈園 神徳　博宗 現存

ション 別府市石垣東３丁目１番３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4802･9002･8 訪問看護ステーション 〒874-0000 080-8379-8376 前地　悦子 平12. 4. 1 医療法人別府玄々堂 花岡　雅秀 現存

上人 別府市大字北石垣深町８５１番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4902･9003･6 訪問看護ステーション 〒874-0024 0977-67-1211 金子　節子 平16. 8.24 医療法人社団春日会 黒木　健次 現存

くろき 別府市平田町２番２号
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  5002･9007･7 訪問看護ステーション 〒874-0942 0977-23-3316 荒金　素美 平20. 1. 1 医療法人財団百善会 村橋　弘喜 現存
むらはし 別府市千代町２番５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5102･9008･5 湯のまち訪問看護ステ 〒874-0000 0977-80-7223 小野　朱美 平22. 7.12 一般社団法人　湯のま 小野　朱美 現存

ーション 別府市南立石１０７９番地の１ ち訪問看護ステーショ
３２ ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5202･9010･1 セントケア訪問看護ス 〒874-0910 0977-21-1661 平野　由香里 平23.10. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション別府 別府市石垣西４丁目５―１２九 社
十歩ビル１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5302･9011･9 訪問看護ステーション 〒874-0836 0977-85-8432 塩手　眞美 平23.11. 1 株式会社ＭＫＳコミュ 塩手　眞美 現存

楓（かえで） 別府市東荘園４組―３ ニティ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5402･9012･7 訪問看護ステーション 〒874-0910 0977-23-0010 西原　薫 平24. 8.26 株式会社リアン 久保田　三鈴 現存

　里庵 別府市石垣西９丁目１番３８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5502･9013･5 かがやき訪問看護ステ 〒874-0000 0977-85-8401 高橋　枝里 平25.12.10 株式会社かがやき 高橋　枝里 現存

ーション 別府市大字鶴見２６７０番地の
３４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5602･9016･8 訪問看護ステーション 〒874-0000 0977-76-5220 小野　眞由美 平26.12. 1 株式会社ＢＬＳ 明石　秀伸 現存

エミアス鉄輪 別府市大字鉄輪６２８番地の３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5702･9017･6 さくらステーション 〒874-0849 0977-75-8821 田原　美穂子 平27.12. 1 株式会社　桜手鞠 田原　弘美 現存

別府市扇山２１組－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5802･9019･2 別府市医師会訪問看護 〒874-0908 0977-25-5051 野田　道子 平12. 4. 1 一般社団法人別府市医 矢田　公裕 現存

ステーション 別府市上田の湯町１０番５号 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5902･9020･0 訪問看護　白梅の花 〒874-0000 0977-27-1333 髙山　成子 平28. 3.15 一般社団法人　青山医 髙司　信太郎 現存

別府市大字浜脇２９－１１ 療福祉協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6002･9021･8 訪問看護ステーション 〒874-0828 0977-27-8820 伊東　洋美 平28. 9. 1 株式会社びー・まい・ 高橋　瑞明 現存

ほのぼの 別府市山の手町９番３９号 ふれんど
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  6102･9022･6 訪問看護ステーション 〒874-0920 0977-85-7631 渡邊　靖 平28.10. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存
デューン別府 別府市北浜二丁目１０－１９ ド

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6202･9023･4 中村病院訪問看護ステ 〒874-0937 0977-73-7660 松永　希世子 平29. 7. 1 医療法人恵愛会（社団 中村　英助 現存

ーション 別府市秋葉町８番２４号 ）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6302･9024･2 やまなみ訪問看護ステ 〒874-0000 0977-24-8742 工藤　剛 平12. 4. 1 医療法人慈愛会 向井　弘樹 現存

ーション 別府市大字南立石２７４番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6402･9031･7 訪問看護ステーション 〒874-0901 0977-21-1715 小野　喜美代 平12. 4. 1 医療法人社団仁泉会 畑　洋一 現存

ひまわり 別府市中島町１７番６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6502･9058･0 訪問看護ステーション 〒874-0907 0977-24-3411 田上　香里 平12. 4. 1 医療法人武井医院 武井　雅典 現存

　たけい 別府市幸町１１－２０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6602･9059･8 大分県厚生連訪問看護 〒874-8585 0977-23-7114 森山　由佳 平12. 4. 1 大分県厚生農業協同組 髙田　健二 現存

ステーションつるみ 別府市大字鶴見４３３３番地 合連合会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6703･9000･0 訪問看護ステーション 〒871-0041 0979-26-0153 桑原　千佳 平16. 6. 1 特定非営利活動法人地 村岡　弘隆 現存

リハビリ倶楽部樹の子 中津市新博多町１７０８番地 域リハビリネットワー
クの会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6803･9002･6 かわしま訪問看護リハ 〒871-0011 0979-24-4503 浦野　薫 平23. 8. 1 社会医療法人　玄真堂 理事長　川嶌眞人 現存

ビリステーション 中津市下池永９３番地１３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6903･9003･4 ｈ・ａ株式会社訪問看 〒871-0025 0979-53-9996 今永　亜希子 平25. 8. 1 ｈ・ａ株式会社訪問看 橋内　輝久 現存

護ステーションあずき 中津市万田６１８番地３ 護ステーションあずき
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7003･9004･2 訪問看護ステーション 〒871-0162 0979-22-4428 中川　祐子 平26. 1. 1 株式会社Ｔ＆Ｅ 中川　正宗 現存

よつ葉 中津市永添２６３６－１１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7103･9005･9 訪問看護ステーション 〒871-0033 0979-62-9010 宇都宮　昌代 平29. 3. 1 株式会社アクト・ケア 山田　九州男 現存

　シェルパ 中津市島田５５５番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7203･9006･7 訪問看護ステーション 〒871-0058 0979-24-0125 德永　久美 平30. 4. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存
　デューン中津 中津市豊田町６－２０　ＡＸＩ ド

ＳＯＮＥ　２Ｆ　Ａ号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7303･9008･3 医療法人三光会なかつ 〒871-0162 0979-23-7182 山野　英子 平12. 4. 1 医療法人三光会 松永　光史 現存

訪問看護ステーション 中津市永添９３３－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7403･9034･9 いずみの園訪問看護ス 〒871-0007 0979-23-3999 有隅　たまき 平12. 4. 1 社会福祉法人九州キリ 冨永　健司 現存

テーション 中津市蛎瀬６４３番地 スト教社会福祉事業団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7504･9001･6 ニチイケアセンター日 〒877-0036 0973-27-6513 芝　江美子 平23. 6.20 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存

田訪問看護ステーショ 日田市三芳小渕町３６番
ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7604･9002･4 訪問看護ステーション 〒877-0052 0973-22-1618 財津　丸美 平25. 8. 1 医療法人　聖陵会 小南　達矢 現存

いわさと 日田市銭渕町４－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7704･9003･2 日田中央病院訪問看護 〒877-0012 0973-23-3181 三苫　明美 平30. 5. 1 医療法人咸宜会 渡邉　條子 現存

ステーション 日田市淡窓２丁目５番１７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7804･9005･7 日田市医師会立訪問看 〒877-1232 0973-22-6299 岩橋　京子 平12. 4. 1 一般社団法人日田市医 膳所　和彦 現存

護ステーション 日田市清水町８０２番地の５ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7905･9001･3 訪問看護ステーション 〒876-0803 0972-20-3988 安藤　和子 平16. 5. 1 社会医療法人小寺会　 小寺　隆 現存

佐伯の太陽 佐伯市駅前１丁目１番１１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8005･9002･1 訪問看護ステーション 〒876-0833 0972-28-5858 寺嶋　和子 平21.11.19 株式会社ホームナース 寺嶋　和子 現存

　さいき 佐伯市池船町３０－１３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8105･9003･9 佐伯市医師会訪問看護 〒876-0811 0972-20-0172 増野　愛子 平12. 4. 1 一般社団法人佐伯市医 島村　康一郎 現存

ステーション 佐伯市鶴谷町１丁目７番２８号 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8205･9004･7 やよい・まちの訪問看 〒876-0112 0972-25-3062 市原　睦啓 平24. 1.10 株式会社　ＨＶＮ 市原　睦啓 現存

護ステーション 佐伯市弥生上小倉１５４番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8305･9005･4 訪問看護ステーション 〒876-0000 0972-42-5888 中田　裕美 平29. 5. 1 株式会社メディカルグ 岐崎　文哉 現存
和 佐伯市蒲江大字竹野浦河内９０ ループ和

９－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8405･9006･2 訪問看護ステーション 〒876-0843 0972-28-6705 古森　俊太朗 平29. 6. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン佐伯 佐伯市中の島１丁目９番２２号 ド
　メモリアル中の島１０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8505･9066･6 訪問看護ステーション 〒876-0835 0972-24-3082 重久　千勢 平12. 4. 1 医療法人長門莫記念会 長門　仁 現存

長門 佐伯市鶴岡町１丁目６番３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8606･9000･3 有限会社アート訪問看 〒875-0000 0972-64-0231 宇野　和子 平14.10. 1 有限会社アート訪問看 宇野　和子 現存

護ステーション 臼杵市大字江無田字中通２５７ 護ステーション
番地４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8706･9001･1 訪問看護ステーション 〒875-0052 0972-63-5970 戎野　智枝子 平19. 5. 1 有限会社アイエルシー 井手野　修司 現存

アイ 臼杵市市浜６６４番地の４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8806･9003･7 訪問看護ステーション 臼杵市大字深田６７６番地 0972-65-3773 石井　香理 平25. 5.15 有限会社夢のおと 工藤　剛 現存

明日風
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8906･9004･5 在宅ケア　だんだん 〒875-0000 0974-32-4865 熊井　和子 平28. 5.16 有限会社あしすと・け 黒田　光子 現存

臼杵市野津町大字都原２１４７ あ
番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9006･9006･0 臼杵病院訪問看護ステ 〒875-0000 0972-83-8101 甲斐　清美 平29.10. 1 社会医療法人帰巖会 松尾　則義 現存

ーション 臼杵市大字江無田１１５４番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9106･9012･8 臼杵市医師会訪問看護 〒875-0051 0972-62-5599 高崎　嘉代子 平12. 4. 1 社団法人臼杵市医師会 元村　武夫 現存

ステーションコスモス 臼杵市戸室字長谷１１３１番の
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9207･9001･9 訪問看護ステーション 〒879-2454 0972-83-4333 髙山　あゆみ 平30. 5. 1 特定非営利活動法人ち 神田　恭子 現存

　あい 津久見市地蔵町２８３０番地 ちんぷいぷいあけぼの
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  9307･9053･0 津久見市医師会訪問看 〒879-2401 0972-85-0101 根之木　美代 平12. 4. 1 一般社団法人津久見市 大石　省一郎 現存
護ステーションやすら 津久見市千怒６１１１番地の１ 医師会
木

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9408･9045･4 竹田市医師会立　竹田 〒878-0025 0974-62-4030 衛藤　さと子 平12. 4. 1 一般社団法人竹田市医 加藤　一郎 現存

訪問看護ステーション 竹田市拝田原４４８番地 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9509･9020･5 豊後高田訪問看護ステ 〒879-0627 0978-22-3982 小幡　真琴 平12. 4. 1 医療法人新生会 瀧上　茂 現存

ーションあゆみ 豊後高田市新地１１７６番地の
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9610･9001･3 株式会社訪問看護ステ 〒873-0008 0978-63-5085 坪山　力 平24. 4. 1 株式会社訪問看護ステ 坪山　力 現存

ーション青空 杵築市熊野８５７番地７３ ーション青空
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9710･9052･6 きつき訪問看護ステー 〒873-0000 0978-66-5502 井門　香代 平12. 4. 1 社会福祉法人ひまわり 衛藤　道生 現存

ション 杵築市大字大内字塩浜７７０１
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9811･9000･3 訪問看護ステーション 〒879-0464 0978-33-0045 是永　留美加 平16. 7.16 有限会社ＣーＴＡＫＥ 後藤　慎太郎 現存

なごみ 宇佐市大塚７４１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9911･9001･1 訪問看護ステーション 〒879-0000 0978-25-7876 多田　美枝子 平19. 6. 1 株式会社ヒューマン・ 迫田　恵子 現存

夢 宇佐市大字別府１６番地の５ トータルケア
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10011･9002･9 訪問看護ステーション 〒879-0314 0978-25-4198 大西　真理子 平23. 1. 7 株式会社Ｍ＆Ｙ 大西　康志 現存

いとぐち 宇佐市猿渡１０４８番地の３２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10111･9004･5 訪問看護ステーション 〒872-0000 0978-25-4891 山田　真実 平28. 4. 1 特定非営利活動法人　 東　新治 現存

　宇佐 宇佐市大字下高４５１番地の５ 太陽
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10211･9005･2 訪問看護ステーション 〒872-0000 0978-37-2626 穐吉　博子 平29. 4. 1 医療法人信和会 和田　陽子 現存

　みらい 宇佐市大字出光１６５番地の１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10311･9065･6 訪問看護ステーション 〒879-1135 0978-37-3377 吉本　三津子 平12. 4. 1 医療法人宇水会 石田　正信 現存

オアシス 宇佐市和気４７７番地の１
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 10412･9001･9 ニコニコ訪問看護ステ 〒879-7104 0974-24-0277 小野　真弓 平25. 9. 1 医療法人ニコニコ診療 辛島　篤吉 現存
ーション 豊後大野市三重町小坂４１１０ 所

－７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10513･9000･9 訪問看護ステーション 〒879-5502 097-529-6001 秦　寿枝 平19.10.20 株式会社　大分スマイ 武石　剛 現存

すまいる 由布市挾間町向原１１５ ルサポート
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10613･9001･7 訪問看護ステーション 〒879-5506 097-529-6486 池田　真実 平19.11. 1 株式会社　河童屋 池田　真実 現存

ハンズ 由布市挾間町挾間６１２番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10713･9003･3 独立行政法人地域医療 〒879-5103 0977-84-3171 平井　豊美 平25. 6. 1 独立行政法人地域医療 尾身　茂 現存

機能推進機構湯布院病 由布市湯布院町川南２５２番地 機能推進機構
院附属訪問看護ステー
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10821･9033･3 訪問看護ステーション 〒873-0231 0978-67-1211 安部　美保 平18. 3.31 国東市 三河　明史 現存

くにさき 国東市安岐町下原１４５６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10921･9061･4 訪問看護ステーション 〒872-1612 0978-89-9414 重光　洋子 平12. 4. 1 医療法人ほとけの里 坪井　峯男 現存

はるかぜ 国東市国見町大熊毛字花開１８
２番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11021･9062･2 訪問看護ステーション 〒872-1401 0978-82-1290 政村　文代 平12. 4. 1 医療法人堀田医院 堀田　哲夫 現存

はまゆう 国東市国見町伊美２６４１番地
の１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11122･9001･8 暘谷苑訪問看護ステー 〒879-1506 0977-72-8336 森本　尊子 平23. 7. 1 社会福祉法人暘谷福祉 柿本　三男 現存

ション 速見郡日出町３８７８－１３　 会
ブルームビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11222･9017･4 杵築市山香訪問看護ス 〒879-1307 0977-75-2285 甲斐　弘美 平17.10. 1 杵築市 永松　悟 現存

テーション 杵築市山香町野原１６１２番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11322･9021･6 ひじ訪問看護ステーシ 〒879-1505 0977-72-7585 竹友　真理江 平12. 4. 1 特定医療法人瑞木会 児玉　敦幹 現存
ョン 速見郡日出町川崎８３７番地の

１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11422･9049･7 訪問看護ステーション 〒879-1506 0977-28-0077 中川　美保 平12. 4. 1 医療法人平成会 酒井　公範 現存

サンライズ・ビュー 速見郡日出町１８２７番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11523･9064･4 庄内町訪問看護ステー 〒879-5406 佐藤　浩子 平12. 3. 9 社会福祉法人愛泉会 土師　忠義 現存

ション情和園 由布市庄内町西長宝８７０番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11626･9006･8 すこやか訪問看護ステ 〒879-6601 0974-42-4137 山形　美代 平12. 4. 1 豊後大野市 川野　文敏 現存

ーション 豊後大野市緒方町馬場２７６番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11726･9007･6 みえ訪問看護ステーシ 〒879-7111 0974-22-7966 安部　久美惠 平12. 4. 1 社会医療法人帰巖会 松尾　則義 現存

ョン 豊後大野市三重町赤嶺１２５９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11827･9025･6 くじゅう訪問看護ステ 〒878-0204 0974-64-7501 穴井　敏子 平12. 4. 1 社会医療法人社団大久 大久保　健作 現存

ーション 竹田市久住町栢木５７４－３４ 保病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11901･9012･9 訪問看護ステーション 〒870-1173 097-542-3311 久保田　あゆ子 平18.10. 1 有限会社湯布商事 佐藤　高信 休止

花の里 大分市横瀬字栗林２６２３番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12001･9031･9 訪問看護ステーション 〒870-0128 097-527-3101 多田　由美 平24. 4. 1 株式会社　Ａｎｇｅ　 多田　由美 休止

はぐくみ 大分市森２４６番地１０ ｐｌｕｍｅ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12101･9042･6 訪問看護ステーション 〒870-0945 097-567-3717 米村　郁 平24.11. 1 医療法人　光心会 安心院　朗 休止

彩々 大分市津守８８８番地の７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12201･9072･3 訪問看護ステーション 〒870-0856 097-535-7517 三浦　薫 平29.10. 1 株式会社　ｃｏｍｆｏ 首藤　慎司 休止

畑中 大分市畑中７－１４－１　パー ｒｔ
クタウン畑中ＮＢ１０３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 12302･9014･3 大分ロボケアセンター 〒874-0011 0977-76-5543 中磨　美保子 平26. 3. 1 大分ロボケアセンター 安永　好宏 休止
株式会社・訪問看護ス 別府市内竈１３９３番地 株式会社
テーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12402･9018･4 別府ケアナーシング 〒874-0000 0977-66-7818 兒玉　映里 平27.11. 1 日本ケア・テック株式 渡邉　繁 休止

別府市亀川四の湯２区１－５ 会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12503･9042･2 訪問看護ステーション 〒871-0024 0979-24-1731 橋本　洋子（元々未 平12. 4. 1 医療法人英然会 里見　隆彦 休止

ふる里 中津市中央町１丁目８番３６号 登録で当該者はＨ２
１０３１６～）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12612･9002･7 訪問看護ステーション 〒879-7414 0974-37-3073 多田　美香 平27. 3. 1 特定非営利活動法人Ｃ 小野　光良 休止

　フェリス 豊後大野市千歳町前田１１５７ ＳＯおおいた
番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12713･9002･5 訪問看護ステーション 〒879-5114 0977-85-4377 野中　美知子 平23. 1.17 株式会社ＴＯＮＥＲＩ 野中　浩司 休止

ゆふいん 由布市湯布院町川北１３６０番 ＫＯ
地１６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


